【職業訓練校・ロボット教室：イークリックパソコンスクール校内報】

イークリックパソコンスクールでは、『職業訓練』・『ロボット教室』が行われています。
職業訓練では、ＯＡ事務応用科２月生さん、ＯＡ事務・簿記科３月生さんの 2 つのコースが開催さ
れています。

★職業訓練

（受講生のみなさんに感想をお聞きしました）

ビジネス基礎科１月生さん
★

この３か月を振り返ってどうでしたか？お聞かせください。



色々勉強できて良かったです。就職活動に生かしていきます。



たぶんできないだろうと思っていた事が３か月継続したことでできるようになりました。



あっという間の３か月でした。パソコンの基礎や初めての簿記、エコ検定の事を学ばせて
いただき勉強になりました。



資格が取れ、とても嬉しいです。この学校で勉強できてよかったです。
長いようで３か月は短かったと思います。頑張った結果が形となってあらわれ、資格取得や就職
内定へと結びつきました。スクールで訓練したことが、これからの社会生活に必ず役立ちます。

OA 事務・簿記科 3 月生さん
★

勉強が大変だと思いますが、工夫されていることやこれからの抱負をお聞かせください。

・ できるだけ復習するようにしています。少しでも時間があれば過去問題をするようにしています。
・ テスト前などは復習を必ずやる事で、少しずつわかるようになり、楽しく学習できました。
・ 家で勉強をしたり、友達に質問をしたりしています。
・ 時間に余裕があれば、今までの簿記の復習をし、パソコンの授業も頑張っていくつもりです。
・ パソコンは、そこにたどり着くために一つの手段だけでなく、多くの道があることを学んだので、より
早く操作をすることを心がけ頑張りたいと思います。
・ タイピングが早くできるように頑張ります。
・ 勉強も大事ですが、就職活動にも力を入れていきたいです。
・ ６月の試験に合格したいので、簿記の勉強も頑張ります。
パソコンの訓練が始まりました。基礎をしっかりと学んでいきましょう。
学んだ事は就職に必ず生きてきますよ

OA 事務応用科 2 月生さん
★ キャリコンを受けての感想をお聞かせください。
 自分と向き合う良い機会となりました。長所や能力について書き出すのは難しかったけれど、キャリコ
ンの先生にうまく引き出していただきました。結果、面接の時にも限られた時間で自己アピールできた
と思います。

 自分では考えつかなかった事を先生からアドバイスをいただき、今後にも役立てそうです。
 担当の先生はとても優しく、ジョブカード、履歴書、職務経歴書の書き方も丁寧に指導し
てくださいました。自分の伸ばす所、アピールする所を教えて頂き自信が持てるようにな
りました。

 いつも前向きに指導して頂きました。感謝の気持ちでいっぱいです。
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 丁寧な指導を受けました。おかげで、自分に自信が持て面接も納得いく対応が出来たと思います。相談
しやすい雰囲気で、親切に対応していただいた事に感謝しています。

 履歴書、職務経歴書についても、細かく指導していただいたので、この後、すぐ控えていた面接にも自
信をもって臨むことができました。

 面接前にキャリコンを受けたのですが、即実践で使えるようなアドバイスをいただき、また答えに悩ん
でいた問題に対してもわかりやすく丁寧に指導していただいたので、非常に助かりました。
キャリコンを受けることで、あらためて自分を見つめ直すことができたのですね。自信を
持って面接にも向き合っていけますね。あと１カ月、悔いのないように過ごしましょう。

イ ー ク リ ッ ク で 行 わ れ る 公 共 職 業 訓 練 の ご 案 内
先ず、ハローワークで職業相談を受けて頂いた上で、「公共職業訓練受講申込書」
を提出してください。その後、受講ガイダンスへの出席そして選考となります。

【OA 事務基礎科】３ケ月コース・・・平成 2８年

６月１日開始

パソコン・一般事務初心者を対象にビジネス基本ソフトである Word・Excel・
PowerPoint の操作方法を習得するとともに Microsoft Office Specialist（MOS） 試
験合格程度の知識および技能を習得します。また、ヒューマンスキル、コミュニケーショ
ンスキル、ビジネスマナー、環境課題対応力といった就労に必要な基本スキルを習得しま
す。あわせて、ビジネスにおける各種文書の作成のためのビジネスツール活用技能を習得
します。

申込期間：４月１１日（月）～４月 2５日（月）

ガイダンス：５月６日（金）

【医療・調剤事務・医事コンピュータ科】３ケ月コース
・・・平成２８年

７月１日開始

医療事務においては診療報酬・保険請求業務を中心に医療保険の概要からレセプトの作成、
介護事務、調剤事務の概要を習得します。医事コンピュータにおいては操作方法を学び、実際
の業務に沿ったスキルを習得します。医科医療事務検定試験 2 級、医科医療コンピュータ検定
試験２級合格程度の知識および技能を習得します。またパソコン基礎・Word・Excel・接遇・
マナー・医療環境問題への対応力といった医療従事者としての基本スキルを習得します。

申込期間：５月６日（金）～６月１日（水）

ガイダンス：6 月 8 日（水）

【経理・財務事務科】３ケ月コース・・・平成２８年

８月１日開始

初心者の方を対象に、簿記の基礎から日本商工会議所簿記検定２級合格程度の知識および技
能、社会保険・源泉所得税・年末調整の仕組みを習得します。またパソコン基礎・Word・
Excel・PowerPoint の基本的な操作方法について習得するとともに、ビジネスマナー、環
境課題対応力といったビジネス基本スキルについても習得します。

申込期間：6 月 13 日（月）～６月 29 日（水）
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ガイダンス：7 月 6 日（水）
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【職業訓練校・ロボット教室：イークリックパソコンスクール校内報】
≪公共職業訓練年間予定≫
月

訓練名

申込開始

申込締切

ガイダンス

訓練開始

訓練終了

5月

OA 事務・簿記科

3/14

3/29

4/6

5/2

7/29

6月

OA 事務基礎科

4/11

4/25

5/6

6/1

8/31

7月

医療・調剤事務・医事ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科

5/6

6/1

6/8

7/1

9/30

8月

経理・財務事務科

6/13

6/29

7/6

8/1

10/31

9月

OA 事務・簿記科

7/11

7/28

8/4

9/1

11/30

10 月

医療・調剤事務・医事ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科

8/15

9/2

9/9

10/3

12/28

11 月

OA 事務初級科

9/12

9/28

10/5

11/1

1/31

12 月

OA 事務・簿記科

10/11

11/2

11/9

12/1

2/28

1月

医療・調剤事務・医事ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ科

11/14

11/30

12/7

1/4

3/31

2月

OA 事務基礎科

12/5

12/22

1/5

2/1

4/28

１．求職申し込み
住所地を管轄するハローワークに求職申し込みをし、職業相談をします。その相談の中で、受講し
たい訓練コースを決定します。
２．訓練必要性の判断
ハローワークでは、職業相談等を通じて受講が必要であるかどうかを判断します。
３．受講申し込み
住所地を管轄するハローワークへ、本人が申し込みをします。郵送では受け付けていないので注意して
ください。 募集案内は、ハローワークで配布しています。何月に入校するかで募集期間が定められて
いるので前もってチェックしておきましょう。
4．その後の流れは下図の通りです。

ハローワークへ
「公共職業訓練
受講申込書」

ハローワークにて
面接会・受講
ガイダンス

を提出
★申し込み期限

に参加

選考

選考結果
を通知

「受講指示書」又は
「受講推薦書」を
発行

厳守★
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ひげきゃりコラム
「マイナス金利」
今年の１月に日本銀行は「マイナス金利」の導入を決定しました。「えっ？？マイナス金利
って銀行にお金預けたら利子がつくどころか利子が取られるの？？？」と驚かれた方も多かっ
たのではないでしょうか？確かにマイナス金利という言葉からは利息が付くのと反対に銀行
に利息を払うって思いますよね・・・・実は銀行が日銀というところに預けるお金の一部がマ
イナス金利になるのであって、我々の預金利息がマイナス、つまり銀行に利息を払うってこと
ではないのです。要は日銀が「銀行さん！たくさんお金があるのなら日本銀行なんかにお金預
けないで、いろんな人に利息を安くしてお金を貸す努力をしなさい！！」と言っているような
ものらしいのです。ふーん・・利息が安くなるんだったらみんな借りればいいのに・・・なん
て思いますが、なかなかそうはいきません。
たとえば今借りている住宅ローンを金利が安いものに借り換えることなどはやるでしょう
が、金利が安くなったからと言って新たにやたら借りる人が増えることはないでしょうね。所
詮返さないといけないのですから・・・・将来像がしっかりと描けると金利の安いうちに借り
ておいて・・・と考えるのでしょうが、年金を含め将来像が明るく描けないということが、金
利をマイナスにしても経済が活性化しないところなのでしょう。
もはや「大胆な金融緩和」というスキームでの景気回復を目指すのも
限界かもしれませんね。今後も景気回復がなかなか難しいと思われます。
足元をしっかり固めていかないといけないようです。皆さんがんばりま
しょう！！

Microsoft office Specialist2013 検定試験実施のお知らせ
試験日

締切日

5 月 13 日（金）

４月 28 日（木）

5 月 20 日（金）

5 月 11 日（水）

6 月１0 日（金）

6月

6 月２4 日（金）

6 月１5 日（水）

1 日（水）

◎◎ お問合せ・ご質問などお気軽にどうぞ！ ◎◎
イークリックパソコンスクール

イークリックロボパーク

滋賀県東近江市山路町７２１

滋賀県東近江市山路町７２１

電話 ０７４８－４２－８０６４ ＦＡＸ ０７４８－４２－８０８４

電話 ０７４８－４２－８０６４ ＦＡＸ ０７４８－４２－８０８４

E-mail：eclick@mbh.nifty.com

E-mail：robo@eclick

ＨＰ：http://www.eclick.jp
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